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はじめに
　文部科学省のGIGAスクール構想によって、全国一斉に一人一台のタブレット型端末と高速ネットワークが導入されること
になりました。熊本市においては、このような「教育の情報化」による学習環境は、児童生徒の資質・能力を育成するために
授業を改善するという目的のために整備されるものです。 

　ICT（情報通信技術）は、その目的を達成するための手段として用いられるものですが、ややもすればICT機器を使用する
ことそのものが目的化され、授業そのものは改善されないということはありはしないでしょうか。また、学年間や学級間で活
用に差が出てしまうことも生じています。これでは、児童生徒の資質・能力を十分に育成することはできないと言えるでしょ
う。 

　これまでも、学校には情報教育の全体計画・指導計画が作成されており、全国共通の実践事例や到達目標が研究されてきた
はずです。しかし、このような問題が生じる背景には、どの学年のどの単元でどのような学習活動を行うのが望ましいのかと
いった授業改善の視点や、児童生徒の資質・能力の向上を目指して指導計画を改善するといったカリキュラム・マネジメント
の視点が不足していたからだと考えられます。 

　そこで、 熊本大学大学院教育学研究科ICT教育チームでは、熊本市の学習環境に合わせた「ICT教育モデルカリキュラム」

を、学校と協働して作成することにしました。これは、あくまでも各学校でのICT教育を推進するための指針にしていただく
ためのものです。本カリキュラムは、「授業改善の視点」「情報活用能力の育成」「プログラミング教育」「校内研修の体制」
の四つの章で構成されており、必要最低限のモデルを示したものです。特に効果的な学習過程と情報活用能力を中核とした学
習到達目標を共有することによって、主体的・対話的で深い学びを実現し、学力向上に資することを目的とします。 

　そのためには、教育行政だけではなく、熊本市の小中学校の全ての教職員の理解と協力が必要です。未来をたくましく生き
抜く子どもたちのために、新しい学習の在り方を皆で考え作り上げていきましょう。 
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チャプタ 1 

授業改善の視点
　ICTは教育の目標を意識しなければ、使
用することそのものが目的化されてしま
う危険性があります。この章では、主体
的・対話的で深い学びを実現するために
効果的にICTを活用するための授業改善の
視点について考えていきます。 



セクション 1 

協働的な学習
１　授業スタイルを見直す 

　黒板の前で教師が発問や指示を行い、挙手をした子どもが
答えながら授業を進めるという従来の一斉指導の授業スタイ
ルだけでは、主体的・対話的で深い学びを実現することはで
きません。なぜならば、子どもの立場で考えてみると、発言
した子どもだけで学習が展開されていくので、発言をしない
子どもたちがいても授業は成立するからです。そこで、教師
は自らの授業を見直し、子ども一人一人が主体的・対話的で
深い学びができるような授業スタイルを常に研究しなければ
なりません。それは、一つの方法ではなく、学習の目的や子
どもたちの実態や学習環境、教師自身の授業観によって多様
なものになるはずです。 
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２　社会的構成主義と協働的な学習 
　認知心理学では「構成主義」という考え方があります。簡
単に説明すると、学習者を「白紙」の状態で知識や情報をイ
ンプットし受動的に蓄えていく存在として捉えるのではな
く、主体的にかかわりながら、体験や既存の知識と関連づけ
ながら知識や情報を構成していく存在であると捉える考え方
です。前者の考え方は「客観主義」と呼ばれ、教える側（教
師）が、効率的に知識や情報を伝達する方法を開発すること
が重要になりますので、いわゆる「教え方」が問われること
になります。一方、「構成主義」では、学習者が、主体的に
世界（人、もの、こと）にかかわっていくことが重視されま
すので、学習者の「学び方」が問われるわけです。 

　「構成主義」が、個の中で知識の構成を行うという立場を
とるのに対して、「社会的構成主義」は、人と人とのかかわ
りの中で知識は構成されていくと論じます。 つまり、協働活
動を行うことによって他者と相互作用を行い、その過程の中
で知識の再構成が可能となると考えるわけです。相互作用の
ためには、それぞれの学習者が自らの考えをもち、それらを
出し合いながら学習を進めることになります。その場合に必
要になるのが「対話」であり、その道具となる「言語」とい
うことになります。こうした考え方に基づいて、協働的な学
習が求められるようになってきているのです。 

３　タブレット型端末の特長 

　主体的・対話的な学びを実現するためには、学習者同士に
よる相互作用が不可欠となります。タブレット型端末は、こ
のような相互作用に向いている道具です。なぜならば、学習
者自らが様々な情報を収集したり、 自分自身の考えや収集し

た情報を見せ合ったりすることが容易にできるからです。　 

　そう考えると、従来の一斉指導の授業スタイルを変えずに
タブレット型端末だけを使おうとしても、その効果は十分に
発揮できるとは言い難いでしょう。まずは、教師自身が学習
に対する見方・考え方を広げ、授業スタイルの幅を広げてい
くことが重要になります。ロイロノートやMetaMoji Class-

Roomといったアプリは、このような協働的な学習を効果的
に行うために日常的に活用されることが望ましいのです。 
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４　振り返り 

　一斉指導ではなく、小集団で常に話し合っていればよいと
いうものでもありません。「対話」は、話し合いを指すもの
ではなく、自己の中に内面化していく活動（内化）を指すも
のだからです。だから、一斉指導の過程の中にも「対話」が
生まれることはありますし、小集団で話し合いをしても、そ
れが生まれないこともあります。 

　また、実際の学習の場面では、内化が生じたのかどうか
を、その場で検証することは難しいでしょう。小集団での話
し合いの中では曖昧になってしまいがちです。だから、話し
合いの後は、「何を学んだのか」ということを記述する必要
が生じてきます。つまり、「対話」においては、「話す」だ
けではなく、「聞く」「書く」ということが極めて重要な要
素になってくることが分かります。 

　そう考えると、学習の最後にしっかりと振り返りの時間を
設け、「自分が学んだ内容（内容知）」と「自分が行った学
習方法（方法知）」について記述することが、児童生徒のメ
タ認知能力の獲得を促していくことになります。メタ認知能
力とは、自分自身が行っている行動や思考そのものを認知の
対象として、自分自身を客観的に認識する能力を指します。 

５　これからの授業づくり 

　重要なことは、対話による相互作用によって、より自分の
考えが変化したり、深まったりするということです。漠然と
していた自分の意見を相手に話してみることによって、考え
がより明らかになるということがあります。また、相手の意
見を聞いてみて「なるほど、そうだな。相手の意見に賛成で
きる。」とか「たしかにそうだが、自分の意見とはここが違
うな。」と自分の考えが更新されていくこともあるでしょ
う。このような相互作用による学習のことを「協働的な学
習」と捉えています。 

　認知心理学者の佐伯胖氏は「人は、教えてもらえると思っ
た瞬間、考えないスイッチが入る。※」という名言を残してい
ます。教師が学習内容を伝えようとすればするほど、児童生
徒は考えなくなってしまうのです。これからの授業において
は、学習者同士の知識をつなぎ合わせて、より高度で深い知
識を構築することが求められているのです。 

　　※中原淳著『知がめぐり、人がつながる場のデザイン』（英治出版）』
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セクション 2 

学習評価
１　学習評価の充実 

　学習指導要領では、学習評価の充実について次のように示
されています。 

　実際の評価においては，各教科等の目標の実現に向けた学
習の状況を把握するために，指導内容や児童の特性に応じ
て，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評
価の場面や方法を工夫し，学習の過程の適切な場面で評価を
行う必要がある。その際には，学習の成果だけでなく，学習
の過程を一層重視することが大切である。特に，他者との比
較ではなく児童一人一人のもつよい点や可能性などの多様な
側面，進歩の様子などを把握し，学年や学期にわたって児童
がどれだけ成長したかという視点を大切にすることも重要で
ある。 

　また，教師による評価とともに，児童による学習活動とし
ての相互評価や自己評価などを工夫することも大切である。
相互評価や自己評価は，児童自身の学習意欲の向上にもつな
がることから重視する必要がある。 

　　　　　　　　　　文部科学省『学習指導要領解説　総則編』 (2018) 

　情報活用能力のような従来の筆記テストでは測定できない
力を育成するためには、学習の過程の段階で形成的に評価を
していくことが効果的です。 
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２　パフォーマンス課題と評価 

　パフォーマンス（表現）課題とは、リアルな状況設定の中
で知識やスキルを使いこなすことを求める課題です。たとえ
ば、プレゼンテーションやディベート、リーフレットやレ
ポートの作成などがそれに当たります。思考力・判断力・表
現力等を育成するためには、このような課題が必要とされる
のです。特に国語科の学習においては、このような学習活動
が増えてきています。 

　しかし、課題設定にリアリティがないと活動が目的になっ
てしまいがちです。たとえば、「ユニセフについて調べて発
表しよう」という学習課題と「募金をたくさん集めて途上国
の子どもたちを救うために、保護者に向けてユニセフの活動
についてプレゼンテーションしよう」という学習課題では目
的意識や相手意識が大きく異なってきます。前者は、発表そ
のものが目的になってしまうこともあるでしょう。 

　そこで、そうならないようにするためには、子どものパ
フォーマンスを一定の基準に沿って評価する必要がありま
す。それが、パフォーマンス評価と言われるものです。ま
た、最終場面だけを評価しても、子どもたちの力を伸ばすこ
とはできません。そこで必要とされるのがルーブリックとよ
ばれる評価基準になるものです。 

３　ルーブリック 

　ルーブリックとは評価基準とよばれるもので、パフォーマ
ンスの採点の指針を示すものです。それは、達成のレベルと
評価項目からできています。 

　具体的な例として、美術科「町のポスターを作ろう」とい
う授業で説明しましょう。この授業においては、自分たちが
住んでいる町に多くの人たちが訪れるようなポスターを作成
することが学習のゴールとなります。そのために、単元の前
半は、実際に使われている様々なポスターをみんなで調べ
て、良いポスターのポイントを探ります。後半は、前半の知
見を生かして、実際にポスターを制作します。そこで、授業
の目標を以下のように設定しました。 

授業の目標 

【知識・技能】 

　　〇色、形、構成などの効果が分かる。　　〇タブレット端末を使って作品を作る。 

【思考・判断・表現力等】 

　　〇本物のポスターの良さを感じ取る。　　〇相手や目的を考えながら表現する。 

【学びに向かう力・人間性等】　 

　　〇人と積極的に対話し、見方を深める。　〇主体的に作品を作り、喜びを味わう。 

　　授業の目標を元にして、評価基準を定めて、次ページにあ
るようなルーブリックを作成します。このルーブリックは、
授業の目標や子どもたちの状態によって異なってきます。 
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　　　　　　　　　　ルーブリックの例 
　子どもたちは、授業のはじめに、こうした評価の規準を確
認して学習を進めていくことになります。もっとも、ルーブ
リックは常に教師が作るというものではなく、総合的な学習
の時間のように、子どもたちが自分たちで課題を設定するよ
うな学習では、子どもたちがルーブリックを作成することも
可能です。教師が「この学習でどんなことができるようにな
りたい？」と問いかけて、子どもたちが答えた内容をまとめ
て評価基準とするわけです。「美しい写真を撮影できるよう
になりたい」「みんなで協力しながら良い作品が作れるよう
になりたい」といった子どもたちから意見は、学習をより自
主的なものにしていきます。 

４　自己評価シート（振り返りシート） 

　子どもたちは、授業終了前の数分で、ルーブリックを見な
がら、「学んだこと（気づいたこと）」（内容知）や、「何
ができるようになったのか。」「何ができなかったのか。ど
うすればいいのか。」（方法知）といったことを、自己評価
シートに文章で書いていきます。獲得した内容や方法は、言
語化してはじめて知識として習得されていくからです。 

　しかし、書かせっぱなしでは、子どもたちの意欲も続きま
せん。教師がチェックを入れたりして、簡単に評価していく
ことも重要です。書いた評価シートが他の子どもたちにも共
有できるようにすると、互いに学び合い振り返りの質が向上
します。また、紙のシートに記入せずに、タブレット端末で
カードに入力して提出するという方法もあります。 

　また、以下のような視点を定めるのも一つの方法です。 
 
① 　自らの気づきを明確にしている記述 

　例：「ニュース原稿を書いてみて、文章を短くすることの
大切さを学びました。」 

②　自らの伸びや課題を実感している記述 

　例：「昨日よりも、話し合う力がつきました。」 

　例：「時間を考えてなかったので、終わりませんでした。
次は時計を見ながらやりたいです。」 
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③　他の経験や学習とをむすびつけた記述 

　例：「今まで何も考えずにテレビを見ていたけれど、この
学習で見方が変わりました。」 

　例：「社会の時間に見学した新聞社の記者さんの工夫の意
味がよく分かりました。」 

④　友達からの学びを意識した記述　 

　例：「田中君が、いいねと言ってくれたので、話しやすく
なりました。」 

　いずれにしても、自己評価シートは、継続することに意味
があります。教師の負担を最小限に抑えて、子どもたちの自
己評価の力を高めていくことができれば、そのまま形成的な
評価につながっていきます。また、教師が自分自身の授業の
あり方を振り返る材料ともなります。 

　右に示すのは、４年生の国語科の自己評価シートの例で
す。教師は○と印をつけるだけですが、子どもの自己評価の
記述がしっかりと評価されていることが分かります。 

　高学年では、キーボードで振り返りを書くようにしていけ
ば、自然と文字入力の技能も高まるだけでなく、おたがいの
記述を読むことができるので、相互作用も促されることにな
ります。 
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チャプタ 2 

情報活用能力の育成
　2017年に公示された小学校、中学校、
及び高等学校の新学習指導要領では、
「情報活用能力」が言語能力や問題発
見・解決能力と同じように、「学習の基
盤となる資質・能力」として位置づけら
れました。本書では、情報活用能力その
ものについて考えていきましょう。



セクション 1 

情報活用能力を育む
１　情報活用能力とは 

　学習指導要領では、情報活用能力を学習の基盤となる能力
として位置づけています。では、情報活用能力とは何でしょ
う。学習指導要領には次のように示されています。 

　情報活用能力は，世の中の様々な事象を情報とその結び付
きとして捉え，情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用し
て，問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしてい
くために必要な資質・能力である。 

文部科学省『学習指導要領解説　総則編』(2017) 

　ここで大切なことは、情報機器を使いこなすということで
はなく、情報及び情報技術を効果的に活用するということ
や、問題の発見・解決、自分の考えを形成したりすることも
含まれるということです。さらに、学習指導要領では、具体
的な内容が示されています。 

　情報活用能力をより具体的に捉えれば，学習活動において
必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報
を得たり，情報を整理・比較したり，得られた情報をわかり
やすく発信・伝達したり，必要に応じて保存・共有したりと
いったことができる力であり，さらに，このような学習活動
を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得
や，プログラミング的思考，情報モラル，情報セキュリ
ティ，統計等に関する資質・能力等も含むものである。こう
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した情報活用能力は，各教科等の学びを支える基盤であり，
これを確実に育んでいくためには，各教科等の特質に応じて
適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに，そ
うして育まれた情報活用能力を発揮させることにより，各教
科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていく
ことが一層期待されるものである。 

　具体的には、以下のような学習活動ができるようになるこ
とを指していることになります。 

 
２　各教科等での学習活動 

　情報活用能力を育成するためには、各教科の学習におい
て、次の表に示すような学習活動を取り入れることが必要で
す。また、意識して教科横断的な学習を行うことも効果的で
す。たとえば、算数の時間に学習したグラフ作成の技能を理
科の発表で活用したり、国語の時間に学習した新聞製作の技
能を社会科新聞に活用するといったことです。また、６年間
で系統的な学習ができるよう、各学校でカリキュラム・マネ
ジメントを行うことが必要です。情報活用能力を育み、各教
科の特質に応じて発揮させていくことによって、主体的・対
話的で深い学びの視点による学習過程の改善が可能となりま
す。 

情報の保存・共有をする
必要に応じて、情報を保存したり、使い
やすいように共有したりする。

情報手段の基本的な操作
タイピングによる日本語入力。映像の撮
影。インターネットによる検索。

情報モラル
情報社会や情報手段の特性を理解し、安
全かつ適切に情報手段を使う。

情報セキュリティ
自他の個人情報の重要性を知り、IDやパ
スワードを適切に使う。

統計等
統計情報の読み方を知り、目的に応じて
適切に活用する。
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内容 学習活動

課題の設定
問題意識を持つ。予想や仮設を立てる。 

達成すべき目標を明確にする。

情報の収集
実験・観察・見学などで情報を集める。 

本や新聞、インターネットなどで情報を集める。

整理・分析
情報の意味を正確に理解する。異なる情報を比
較・分類したり関連づけたりする。対話によって
多面的・多角的に捉える。

まとめ・表現
相手と目的を考え、伝えたい内容を明確にし、適
切な表現を工夫する。判断の根拠や理由、思考の
過程を示す。

振り返り・改善
学習内容をまとめ、学習方法を評価・改善する。 

自分の変化や成長について確かめる。

プログラミング的思考
記号の組合せをより意図した活動に近づくのため
に論理的に考えていく。



 
　　　参考：文部科学省（2010）『教育の情報化に関する手引き』第４章情報教育検討案（2009） 

教科等 学習活動の例

音楽
１．歌唱や演奏等を映像等で確認し、課題を明確に把握する 
２．教材や作曲者、作詞者などの情報をインターネット等で調べる 
３．音楽ソフトなどを活用して簡単な音楽づくりを楽しむ

図工

１．身の回りのものを撮影したり、加工したりして作品を制作する 
２．作品などを拡大して提示し、感じたことや思ったことを話し合う 
３．インターネット上の画像を検索し、好きな美術作品などを紹介する 
４．自分の作品を撮影していってデジタルポートフォリオをつくる 
５．プログラミングによってアニメーションや映像などを制作する

家庭
１．衣食住に関する情報を収集する 
２．購入する物の情報を収集する

外国
語

１．ネットワークや教育機器などを活用し外国語に慣れ親しむ 
２．インターネットの情報を収集したり海外の人と交流したりする 
３．外国語を使った動画やリーフレットなどをつくり交流する

道徳

１．文字によるやりとりは誤解を生む危険があることに気づく 
２．匿名性を悪用して軽い気持ちで書き込むことの重大さに気づく 
３．相手の顔が見えないメールでのコミュニケーションの特性を知る 
４．個人情報を保護することの大切さに気づく 
５．知的財産権を尊重することの大切さに気づく

特別
活動

１．課題解決のために情報収集を行う 
２．それぞれの意見を共有し様々なな考え方を理解して話し合う 
３．広報・啓発活動のための便りやスライド・動画等を制作する 
４．学び合いの環境をつくるために相互評価や自己評価に活かす 
５．記録を蓄積して振り返りや翌年の資料にする
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教科等 学習活動の例

国語

１．文章などの情報の意味を正確に理解する 
２．観察やインタビューなどの一次情報を集めて話し合う 
３．本やインターネットなどの二次情報を集めて話し合う 
４．出典や引用の適切な方法を知る 
５．情報を整理・分析しながら話し合い、考えを深める 
６．相手と目的を考え、根拠を示しながら議論や説明をする 
７．言葉、図表、写真等などを用いて効果的に表現する 
８．キーボードによる日本語入力の技能を高める

社会

１．資料や専門家，インターネットなどから学習に関する情報を収集する 
２．Webページやメールによる情報発信の方法を学ぶ 
３．インターネットのWeb検索で情報を集める 
４．地域の人々に手紙で聞いたりインターネットで調べたりする 
５．県内の特色ある地域に関してインターネットで資料を収集する 
６．情報化が社会にもたらす大きな影響について理解する 
７．情報産業に従事している人や情報産業の役割を理解する 
８．身の回りや産業の分野にも情報化が進展していることを理解する

算数
１．収集したデータを表を用いて整理し，正確に分類する 
２．データを目的に応じてグラフ化し，どのグラフが適切か検討する 
３．身の回りの数に関わる映像をデジタルカメラで撮影し話し合う

理科
１．テレビや新聞，インターネットを活用して自然などの変化を調べる 
２．観察記録や実験データを表やグラフにまとめデータの整理をする 
３．インターネット上のコンテンツを活用して情報を得る

生活

１．学校にはどのような場所があるのか探検する 
２．自分たちの通学路の安全について調べる 
３．自分たちの町にはどのような施設や人がいるのか探検する 
４．学習したことや成長したことを保護者や異学年の人と交流する



情報活用能力育成の課題 

1. 指導体制とカリキュラムの課題 

2. 情報収集での課題 

3. 情報の整理・比較での課題 

4. 情報の発信・伝達での課題 

5. その他の課題

セクション 2 

情報活用能力育成の課題
　文部科学省は、平成25年から26年にかけて小学校第５学年
児童と中学校第２学年生徒を対象にして情報活用能力の全国
的な調査を行いました。 

　その調査結果を元にして、文部科学省は『21世紀を生き抜
く児童生徒の情報活用能力育成のために』という資料を作成
し公開しています。 そこでは、10の課題を挙げ、それぞれに
対応した対策を提案しています。どの課題も生じやすいもの
であり、例を参考にして各学校で取り組む必要があります。 

１、指導体制とカリキュラムの課題 

課題02
　キーボードでの文字入力に関して、濁音・半濁音・促
音の入力、アルファベットやカタカナの入力切り替えが
苦手である。

取組

○ インターネットによる検索だけでなく、コンピュータを
使って文章を書く学習活動を取り入れること。 
○社会科見学や理科の観察・実験レポートを書く際、 コン
ピュータを使って作成する学習活動を取り入れること 。
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課題01 　情報活用能力を意識した授業の実施状況が低い。

取組

○校長がリーダーシップを発揮し、情報活用能力の育成 
に関する校内研修や模擬授業の実施を工夫すること。  
○日常の授業で指導している内容や場面を、情報活用能
力の視点から振り返ること。 
○ICT支援員等の外部人材の活用をすること。 

http://jouhouka.mext.go.jp/school/pdf/shidoujirei.pdf
http://jouhouka.mext.go.jp/school/pdf/shidoujirei.pdf
http://jouhouka.mext.go.jp/school/pdf/shidoujirei.pdf


　特に、教員自身が学習者としての体験ができるような校内
研修や、ICTを活用した模擬授業は効果があります。また、日
常的な授業においてタブレット型端末を使って文章を入力す
るといった学習活動は取り入れていく必要があります。特
に、社会科見学や理科の観察・実験レポートなどもタブレッ
ト型端末で記録することによって、文字情報だけではなく、
写真や動画などの映像情報を活用する力も高まります。 

２、情報収集での課題 

 　情報収集の手段が複数あることを意識させることは極めて
重要です。新聞やテレビ等の情報や複数のウェブページを比
較理解できるように学習活動を組み立てる必要があります。 

　集めた情報を分類したり、表や図に整理したりすることに
よって、それぞれの情報の関連性が分かりやすくなります。 

３、情報の整理・比較での課題 

　調べた結果をそのまま発表するのでなく、なぜそうなるの
かという理由を考えられるようにすると、情報を分析する力
がついていきます。 

課題05
　表やグラフから読み取れる情報を説明、分析すること
が苦手である。

取組

○集めた情報の共通点や相違点を意識すること。 
○情報を可視化するために、表や図に整理すること。 
○整理する観点そのものを児童生徒が考えるようにする
こと。 
○児童生徒自身の経験と資料の中にある情報を区別する
こと。

課題04
　複数の収集した情報等をいくつかのグループに分類す
ることが苦手である。

取組

○集めた情報の共通点や相違点を意識すること。 
○情報を可視化するために、表や図に整理すること。 
○整理する観点そのものを児童生徒が考えるようにする
こと。 
○児童生徒自身の経験と資料の中にある情報を区別する
こと。

課題03
　情報活用能力を意識して複数のウェブサイトを行き来
しながら情報を比較し、目的に応じて情報を集めること
が苦手である。

取組

○情報収集の手段が複数あることを意識させ、目的に合
った手段を選択すること。  
○インターネットでの検索ワードの選び方によって検索 
結果が異なることを意識すること。  
○ 情報発信者の意図や誰に向けた情報であるかを意識す
ること。 
 ○異なる情報手段や複数のウェブページで収集した情報 
を比較させ、目的の情報を見つけ出すこと 。 
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４、情報の発信・伝達での課題 

　相手と目的によって、伝える方法も異なります。見出しや
写真などを入れ替えて比較したり、発表の仕方を相互に評価
したりすることによって、伝わり方の違いが分かります。意
図的にそのような活動を組み込むことが求められます。 

５、その他の課題 

　課題を解決すればよいというわけではなく、解決の仕方も
よりよくなっていくように、自分達の課題解決のプロセスを
俯瞰的に見ていく必要があります。 

　たとえば、グループで協働してリーフレットを完成させた
後も、それで終わりではなく、学習活動を振り返ってみて、
どのような情報収集が効果があったのか、メンバーのどのよ
うな意見や工夫が学習に寄与したのか、といったことを話し
合うことによって、メタ認知の力が高まります。 

　そして、次の課題解決では、前回で得た知見が生かされる
ようになり、解決の仕方そのものの質が向上することになっ
ていくわけです。 

課題08
課題解決の提案をする際、その根拠となる情報を説明す
ることが 苦手である。

取組

○ 課題設定や課題解決に必要なプロセスを理解し、不 
足している情報を発見すること。  
○課題の解決策を考えて発表し合い、互いの解決策の長
所や短所、相手の思いや願いを理解すること 。  
○対立する意見の間で合意形成するために、工夫や新し
い視点が必要であることを意識すること。  
○グループで目的を達成させるための計画を立てさせ、
実行後にも計画を評価すること。 

課題07
　見出しの作成や貼り付ける写真の選択をする際、受け 
手をあまり意識できていない 。 

取組

○資料の枚数や発表時間の制約の中で、受け手の状況を
踏まえた発表資料の構成を考えること。  
○見出しには、内容の端的な要約の側面と、相手に印象
付けるという表現の側面があることを理解すること。  
○写真やイラストを入れ替えることで、情報の受け手に
与える印象が変わることを意 識すること。  
○互いの発表や発表資料について評価し合い、良い点を
共有すること。 

課題06
　数値情報をグラフで伝える際、適切なグラフの種類や
目盛の値等の選択が苦手である。

取組

○集めた情報の共通点や相違点を意識すること。 
○情報を可視化するために、表や図に整理すること。 
○整理する観点そのものを児童生徒が考えるようにする
こと。 
○児童生徒自身の経験と資料の中にある情報を区別する
こと。
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　インターネットを使って情報収集をする際、ウェブサイト
はそれぞれの人々が独自の価値基準で発信されているもので
あることを、十分に知らせておく必要があります。必ずしも
真実ではないということや、情報を発信する側の編集には意
図があることを、子どもたちが理解をして情報を収集するこ
とが必要となるわけです。 

　また、文字情報だけでは、こちらの真意が必ずしも伝わら
ないということを考えさせる場が必要です。たとえば、「ど
うして〇〇したの？」という言い方では、単純に質問をして
いるとしても、受け取った側は責められているように感じる
こともあります。様々な学習の場面において、文字情報や音
声情報、映像などの伝わり方の違いを意識させていくと効果
的です。 

　インターネットが一般的に普及してまだ間もないことか
ら、大人も含めて様々なトラブルが発生していることは事実
です。学校では、計画的に情報モラル教育を行っていくこと
が求められますが、それぞれの学習活動の場面に応じて、イ
ンターネットの危険性やその予防法などを指導していくこと
も重要です。たとえば、リーフレットなどで人が映っている
写真を使う場合は、必ず相手の許諾を得たり、インターネッ
トで公開した場合の影響を考えたりすることは、現実の学習
活動の中で指導を行うことで、実感を伴った学習が可能とな
ります。 

課題10
　インターネット上でのトラブルの兆候に気づくこと
や 、トラブルの適切な対応方法に関する知識が不足して
いる 。 

取組

○ケーススタディ形式でインターネット上のトラブルの種
類や危険性、予防法や対処方法を身につけること。  
○相手の許可を得ずに写真を撮ったり使ったりすること
で起こる問題について考えること 。  
○インターネット上に個人情報を登録する前に、運営企
業の信頼性の判断基準などを理解すること。  
○学校のウェブサイトなどを利用し、情報発信者として
の責任を自覚 させる機会を与えること。 

課題09
　ウェブサイトの信頼性の判断基準や、情報発信者とし
て注意する点に関する知識が不足している。 

取組

○情報社会の特性を理解すること。  
○ウェブサイトの信頼性について自分で判断するために 
気をつけることを理解すること。  
○ 伝達手段によって伝えることができる情報の種類( テ 
キスト、音声、映像など )が異なることを理解するこ 
と 。  
○文字だけでは誤解が生じる場合があるため、メッセー 
ジを受け取った相手の立場になって考えること。 
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学年別到達目標 

1. 資質・能力の三つの柱 

2. 学習の基盤となる資質・能力 

3. 小学校と中学校のアプローチの違い 

4. 学年別到達目標 

5. 学年別年間指導計画

セクション 3 

学年別到達目標
１、資質・能力の三つの柱 

情報活用能力を資質・能力の三つの柱で整理すると以下のよ
うになります。 

〈知識・技能〉 

　情報と情報技術を活用した問題の発見・解決等の方法や，
情報化の進展が社会の中で果たす役割や影響，情報に関する
法・制度やマナー，個人が果たす役割や責任等について，情
報の科学的理解に裏打ちされた形で理解し，情報と情報技術
を適切に活用するために必要な技能を身に付けていること。 

〈思考力・判断力・表現力等〉 

　様々な事象を情報と結びつきの視点から捉え，複数の情報
を結びつけて新たな意味を見出す力や，問題の発見・解決等
に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身に付け
ていること。 

〈学びに向かう力・人間性等〉 

　情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主
体的に参画し，その発展に寄与しようとする態度等を身に付
けていること。 

　　　　　                   文部科学省『学習指導要領解説　総則編』(2017)  
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２、学習の基盤となる資質・能力 

　現行学習指導要領においては、言語能力、情報活用能力
（情報モラルを含む）、問題発見・解決能力等を学習の基盤
となる資質・能力として位置づけられています。下図の縦の
矢印だけではなく横の矢印も必要になるわけです。 

　したがって、それぞれの教科等の特質を生かしながら、教
科等横断的な視点からカリキュラムを考えていく必要があり
ます。情報活用能力の育成に関しては、情報端末等を適切に
用いて情報を得たり、情報を整理・分析して分かりやすく発
信したりといった活動を教科等の学習の中に適切に組み込む
ことが求められます。 
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３、小学校と中学校のアプローチの違い 

　小学校は基本的にほぼ全教科を学級担任が行いますので、
教科横断的な学習活動が比較的行いやすいのですが、６年間
という長いスパンで資質・能力を系統的に育成することは容
易ではありません。たとえば、３年生の時に情報活用能力を
高める学習活動を十分に行っていたとしても、４、５年生の
時にその活動が不十分であれば、６年生の段階での資質・能
力の高まりは期待できないでしょう。 

そこで、本モデルカリキュラム小学校版においては、国語科
と生活科を柱として系統的に資質・能力が積み上げられてい
くように配慮しています。一方、中学校版においては、小学
校時代に積み上げられてきた資質・能力をさらに伸ばしてい
けるよう、それぞれの教科の学習の中で学習の基盤となる資
質・能力が育成できるように配慮しています。小学校から中
学校へのつながりを持たせることが重要だと言えましょう。
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４、学年別到達目標 

　こうした資質・能力を学校教育で育成していくためには、
学年間や学級間で偏りがないよう、計画的・系統的に指導し
ていく必要があります。そこで学校の中で指導が行いやすい
ように、以下の４つの観点で大まかな到達目標を作成し、情
報活用能力が学年に応じて高まっていけるようにしたものが
次のページの表です。 

（１）基礎的な知識・技能 

　実際に観察・実験をしたり図書館で資料を調べたりして情
報を収集したり、相手や目的に応じて分かりやすく伝えたり
するために必要な基礎的な知識・技能を指します。 キーボー
ドを用いた文字入力、インターネットの情報検索、スライド
を使ったプレゼンテーションといった情報機器を使うための
知識・技能も含みます。 

（２）思考・判断・表現力 

　収集した情報を整理・分析して、分かりやすくまとめて発
信したり、自分たちの学習を振り返って省察したりするため
の思考力・判断力・表現力を指します。このような力は日常
的な教科の学習の中で育成されるものであり、授業者が意識
して取り組むことで、高めることが可能になります。 

（３）プログラミング的思考 

　本来は、思考・判断・表現力に含まれるものですが、新し

く加わったものなので別枠で項目を立てました。プログラミ
ング的思考とは「自分が意図する一連の活動を実現するため
に、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動き
に対応した記号を、どのように組み合わせ たらいいのか、記
号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動
に近 づくのか、といったことを論理的に考えていく力」と定
義づけられています。 

（４）情報モラル 

　情報モラルは「情報社会で適正な活動を行うための基とな
る考え方と態度」と定められており、各教科の指導の中で身
につけさせることになっています。具体的には、情報発信に
よる他人や社会への影響、ネットワーク上のルールやマナー
を守ることの意味、情報には自他の権利があること、情報に
は誤ったものや危険なものがあること、健康を害するような
行動などを考えさせる学習活動が必要となります。 

　一方、情報通信技術は日々進化しており、児童生徒を取り
巻く環境は著しく変化してきています。児童生徒の実態を把
握しながら現在の課題を明らかにし、保護者と連携しながら
推進していく必要があります。 
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項目 概要 学習内容 小学校低学年 小学校中学年 小学校高学年 中学校

基礎的な知
識・技能 

（活動スキ
ル） 

　観察・実験をしたり図
書館･インターネットで情
報を収集したり、相手や
目的に応じて分かりやす
く伝えたりするために必
要な基礎的な知識・技能 

撮影・編集 

図書資料 

インタビュー 

アンケート 

キーボード入力 

メモ 

新聞・リーフレット等 

口頭発表等

　身近な事象から情報を
集めて、相手や目的に応
じて発信する。 

・写真の撮影 

・図書資料からの情報 

　学校外の事象や図書資
料・インターネットなどか
ら情報を集めて吟味し、相
手や目的に応じて発信す
る。 

・キーボード文字入力 

　到達目標：1分間40文字

　学校外の事象や図書資料・イン
ターネットなどから情報を複数集
めて吟味し、相手や目的に応じて
効果的に発信する。 

・キーボード文字入力 

　到達目標：1分間70文字

　学校外の事象や図書資料・インター
ネットなどから情報を複数集めて吟味
し、相手や目的に応じて、グラフや図
表を用いて効果的に発信する。 

・キーボード文字入力 

　到達目標：1分間100文字

思考・判
断・表現力 

（探究スキ
ル）

　収集した情報を整理・
分析して、分かりやすく
まとめて発信したり、自
分たちの学習を振り返っ
て省察したりするための
思考・判断・表現力

問題発見 

問題解決 

 情報の吟味 

複数の情報の比較 

情報の組合せ 

メディアの特性 

相手・目的意識 

探究計画 

省察の技能 

 

　身近なところから情報
を収集して分類・整理
し、意見をまとめて、相
手を意識して、わかりや
すく表現する。学習内容
と方法を振り返り、でき
るようになったことに気
づく。 

　調査や資料等から情報を
収集し、情報同士のつなが
りを見つけたり、表やグラ
フを用いて整理する。相手
に合わせて、適切に表現す
る。 

　自らの情報活用を振り返
り、どのように改善をして
いけば良いのかを考える。

　問題を発見し、その解決のため
に 調査や資料等から情報を収集
し、情報同士のつながりを見つけ
たり、表やグラフを用いて整理す
る。 問題の解決策を明らかにし
て表現・発信・創造する。 

　自らの情報活用を振り返り、改
善点を分析し考える。

　問題を発見し、その解決のため
に 、目的に応じた情報メディアを選
択し、調査や実験等を組合せながら情
報を収集し、目的や状況に合わせて統
計的に整理したり、情報の傾向や変化
を捉えて、問題の解決策を明らかにし
て表現・発信・創造する。情報及び情
報技術の活用を振り返り、 改善点を
分析し考える。

プログラミン
グ的思考

　自分が意図する一連の
活動を実現するために、
動きに対応した記号の組
合せをどのように改善し
ていけば、より意図した
活動に近 づくのか、とい
ったことを論理的に考え
ていく力

分解して考える 

順次を考える 

分岐を考える 

反復を考える 

試行錯誤する 

情報社会を考える 

　問題の解決や表現活動
の際には手順があること
を理解する。  

 

　問題解決や表現活動の際
に、コンピュータとプログ
ラムの関係を体験的に理解
し、順次、分岐、反復を含
んだプログラムの作成がで
きる。 

　問題解決や表現活動の際に、コ
ンピュータとプログラムの関係を
体験的に理解し、順次、分岐、反
復を含んだプログラムの作成を行
い、評価・改善ができる。 

　問題解決や表現活動の際、論理的な
手続きやデータを様々に工夫できるこ
とを体験的に理解する。情報技術の価
値を社会や将来に関連付けて考えるこ
とができる。 

 

情報モラル

　情報社会や情報手段の
特性の理解と、安全かつ
適切に情報手段を使うこ
とによって、よりよい情
報社会を創ろうとする知
識と態度

情報と健康 

セキュリティ 

著作権・肖像権 

ルール 

マナー 

情報社会の未来 

　自分や他の人達の情報
を大切にし、ルールを守
って安全に情報手段を使
うことを理解する。コン
ピュータやインターネッ
トの基本的なルールやマ
ナーを理解する。 

　情報手段の利便性と危険
性を理解し、自分や他の人
への影響を考えて適切に使
用する。生活の中での必要
となる情報セキュリティを
理解する。 

　

　情報手段の利便性と危険性を理
解し、自分や他の人への影響を考
えて適切に使用する。生活の中で
必要となる情報セキュリティを理
解する。情報社会での情報技術の
働きや産業や国民生活の関わりを
理解する。 

　情報手段の利便性と危険性を理解
し、自分や他の人への影響を考えて適
切に使用する。生活の中で必要となる
情報セキュリティを理解する。情報や
情報技術を多様な観点から考えること
によって、よりよい生活や持続可能な
社会の構築に生かそうとする。

熊本市版　情報活用能力育成の段階表（案） 

参考：「IE-Schoolにおける指導計画」、「仙台市版　情報活用能力の育成　おすすめカリキュラム」



５、学年別年間指導計画（案） 

本指導計画では、国語科と生活科（低学年）をベースにして、情報活用の基本的な学習過程と知識・技能を習得し、他教科において応用・発展していくように計画している。 

第１学年 
○基礎的な知識・技能：身近な事象から情報を集めて、相手や目的に応じて発信する。・写真の撮影・著書資料からの情報 
○思考・判断・表現力：身近なところから情報を収集して分類・整理し、意見をまとめて、相手を意識して、わかりやすく表現する。学習内容と方法を振り返り、できるようになったことをに気づく。 
○プログラミング：問題の解決や表現活動の際には手順があることを理解する。  
○情報モラル：自分や他の人達の情報を大切にし、ルールを守って安全に情報手段を使うことを理解する。コンピュータやインターネットの基本的なルールやマナーを理解する。 
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４月 ５月 6月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語科

生活科

各教科等

プログラミ
ング

道徳での情
報モラル

「小学校のこ
とをしょうか
いしよう」

「はっけんし
たよ」

道徳「ひつじか
いのこども」

国語科・生活科：iPadを使用した情報の収集と伝え合い

「なにに見え
るかな」

「ビスケット
で水族館を作
ろう」2H

図画工作科
「できたらい
いなこんなこ
と」」

ビスケットによるプログラミング

　多様な情報を記録して、そ
れを使った伝え合いが行える
ようにする。

「きれいに
さいてね」

「なつが
やってき
た」

「いいきもの
となかよし」

「たのしいあきいっぱ
い」

「ふゆをたの
しもう」

「たねをとろう」

　撮影した画像を活用し
て、見つけたり、比べた
り、振り返ったする。



第２学年 
○基礎的な知識・技能：身近な事象から情報を集めて、相手や目的に応じて発信する。・写真の撮影・著書資料からの情報 
○思考・判断・表現力：身近なところから情報を収集して分類・整理し、意見をまとめて、相手を意識して、わかりやすく表現する。学習内容と方法を振り返り、できるようになったことをに気づく。 
○プログラミング：問題の解決や表現活動の際には手順があることを理解する。  
○情報モラル：自分や他の人達の情報を大切にし、ルールを守って安全に情報手段を使うことを理解する。コンピュータやインターネットの基本的なルールやマナーを理解する。 
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４月 ５月 6月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語科

生活科

各教科等

プログラミ
ング

道徳での情
報モラル

「かんさつし
たことを書こ
う」

「たからもの
をしょうかい
しよう」

「この人を
しょうかい
します」

道徳「おにい
ちゃんの電話」

道徳「おばあ
ちゃんお元気
ですか」

「すきな場
しょを教えよ
う」

「ビスケット
で水族館を作
ろう」2H

図画工作科
「できたらい
いなこんなこ
と」」

国語科・生活科：iPadを使用した情報の収集と伝え合い ビスケットによるプログラミング

　多様な情報を記録して、そ
れを使った伝え合いが行える
ようにする。

　撮影した画像を活用し
て、見つけたり、比べた
り、振り返ったする。

「ぐんぐん　
そだて　わ
たしの　野
さい」

「どきどき
わくわくま
ちたんけ
ん」

「生きもの　
なかよし　
大作せん」

「みんな
でつかう
まちのし
せつ」

「もっと　
なかよし　
まちたん
けん」

野さいや生きもの様子の撮影と伝え合い

「つながる　広
がる　わたしの
生活」

「あしたへジャンプ」

自分のことを振り返り、まとめる



第３学年 
○基礎的な知識・技能：学校外の事象や図書資料・インターネットなどから情報を集めて吟味し、相手や目的に応じて発信する。・キーボード文字入力（単語や短文の入力） 
○思考・判断・表現力：調査や資料等から情報を収集し、情報同士のつながりを見つけたり、表やグラフを用いて整理する。相手に合わせて、適切に表現する。 
　　　　　　　　　　　自らの情報活用を振り返り、どのように改善をしていけば良いのかを考える。 
○プログラミング：問題解決や表現活動の際に、コンピュータとプログラムの関係を体験的に理解し、順次、分岐、反復を含んだプログラムの作成ができる。 
○情報モラル：情報手段の利便性と危険性を理解し、自分や他の人への影響を考えて適切に使用する。生活の中での必要となる情報セキュリティを理解する。 

 
 

26

４月 ５月 6月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語科

各教科等

プログラミ
ング

総合的な学
習の時間

道徳での情
報モラル

国語科：iPadを使用した写真の撮影、、インターネットによる検索、キーボードによる文字入力の練習 スクラッチJrを使ったプログラミング

「調べて書こ
う　わたしの
レポート」「ローマ

字①」

「パラリン
ピックについ
て調べよう」

「外国のこと
をしょうかい
しよう」

通年：見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める。学習したことをまとめたり発表したりする。

理科通年：実験や観察などの記録をとる、ネット上の情報を集める（天気等）。学習したことをまとめたり発表したりする。

社会通年：見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める（産業等）。学習したことをまとめたり発表したりする。

図画工作「へん
てこ山の物語」

道徳「ちゃん
と使えたの
に」

「ローマ
字②」

「スクラッチJr
で動く絵本を作
ろう」2H

写真を撮影して
レポートを書く

キーボードで 
文字入力する

図書資料・インターネットなど
から情報を集めて吟味する

資料を見せながら発表する



第４学年 
○基礎的な知識・技能：学校外の事象や図書資料・インターネットなどから情報を集めて吟味し、相手や目的に応じて発信する。・キーボード文字入力（到達目標：１分間40文字） 
○思考・判断・表現力：調査や資料等から情報を収集し、情報同士のつながりを見つけたり、表やグラフを用いて整理する。相手に合わせて、適切に表現する。 
　　　　　　　　　　　自らの情報活用を振り返り、どのように改善をしていけば良いのかを考える。 
○プログラミング：問題解決や表現活動の際に、コンピュータとプログラムの関係を体験的に理解し、順次、分岐、反復を含んだプログラムの作成ができる。 
○情報モラル：情報手段の利便性と危険性を理解し、自分や他の人への影響を考えて適切に使用する。生活の中での必要となる情報セキュリティを理解する。 
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４月 ５月 6月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語科

各教科等

プログラミ
ング

総合的な学
習の時間

道徳での情
報モラル

「みんなで
新聞を作ろ
う」

「ローマ字の
書き方」

「表し方のち
がいを考えよ
う」

「くらしの中
の和と洋につ
いて調べよ
う」

「ふるさとの
食」を伝えよ
う

「調べたこと
をほうこくし
よう」

理科通年：実験や観察などの記録をとる、ネット上の情報を集める（天気等）。学習したことをまとめたり発表したりする。

社会通年：見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める（産業等）。学習したことをまとめたり発表したりする。

通年：見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める。学習したことをまとめたり発表したりする。

道徳「交かん
メール」

特別活動等
「ゲーム大会」

「スクラッチJr
で動く絵本を作
ろう」2H

国語科：iPadを使用した写真の撮影、インターネットによる検索、キーボードによる文字入力の練習 スクラッチJrを使ったプログラミング

キーボードで 
文字入力する 写真や図、絵などを

入れて新聞を作る

身の回りやインター
ネットから広告をさが
して、表し方の工夫を
考える

自分の課題について情報
を収集して調べる

アンケート結果などを
示しながら発表する



第５学年 

○基礎的な知識・技能：学校外の事象や図書資料・インターネットなどから情報を複数集めて吟味し、相手や目的に応じて効果的に発信する。・キーボード文字入力（１分間60文字） 

○思考・判断・表現力：問題を発見し、その解決のために 調査や資料等から情報を収集し、情報同士のつながりを見つけたり、表やグラフを用いて整理する。  

　　　　　　　　　　　問題の解決策を明らかにして表現・発信・創造する。自らの情報活用を振り返り、改善点を分析し考える。 

○プログラミング：　問題解決や表現活動の際に、コンピュータとプログラムの関係を体験的に理解し、順次、分岐、反復を含んだプログラムの作成を行い、評価・改善ができる。 

　　　　　　　　　　算数科において、スクラッチ3.0の基本的な使い方を習得して、正多角形の作図ができるようにする。（図工「MYキャラが動き出す」はプログラミングで行ってもよい。） 

○情報モラル　情報手段の利便性と危険性を理解し、自分や他の人への影響を考えて適切に使用する。生活の中で必要となる情報セキュリティを理解する。 

                             情報社会での情報技術の働きや産業や国民生活の関わりを理解する。 
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４月 ５月 6月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語科

各教科等

プログラミ
ング

総合的な学
習の時間

道徳での情
報モラル

「資料を見て考え
たことを話そう」

「和の文化に
ついて調べよ
う」

「テクノロジー
の進歩について
考えよう」

「筆者の伝え
たいことをま
とめよう」

理科通年：実験や観察などの記録をとる、ネット上の情報を集める（天気等）。学習したことをまとめたり発表したりする。

社会通年：見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める（産業等）。学習したことをまとめたり発表したりする。

通年：見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める。学習したことをまとめたり発表したりする。

道徳「のりづ
けさされた
詩」

道徳「知らな
い間のできご
と」

「環境問題に
ついて報告し
よう」

算数「円と正
多角形」

図工「My
キャラが動
きだ出す」

「スクラッチ
の基本的な使
い方」2H

スクラッチ3.0を使ったプログラミング プログラミングで行ってもよい

国語科：iPadを使用した文字入力と編集、インターネットによる検索

文章全体の構成を
図や表で整理する 本やインターネットなどから情報を収集する

図表やグラフを用
いて文章を書く

情報を整理してパンフレットを作る インターネットの情報を活用する 資料を
示しなが
ら発表す
る



 

第６学年 
○基礎的な知識・技能：学校外の事象や図書資料・インターネットなどから情報を複数集めて吟味し、相手や目的に応じて効果的に発信する。・キーボード文字入力（１分間70文字程度） 

○思考・判断・表現力：問題を発見し、その解決のために 調査や資料等から情報を収集し、情報同士のつながりを見つけたり、表やグラフを用いて整理する。  

　　　　　　　　　　　問題の解決策を明らかにして表現・発信・創造する。自らの情報活用を振り返り、改善点を分析し考える。 
○プログラミング：　問題解決や表現活動の際に、コンピュータとプログラムの関係を体験的に理解し、順次、分岐、反復を含んだプログラムの作成を行い、評価・改善ができる。 

　　　　　　　　　　図画工作科において、ボルトを操作し色や動きの変化を制御できる。理科において、ボルトなどのハードを操作して色や動きの変化を制御することができる。 
○情報モラル　情報手段の利便性と危険性を理解し、自分や他の人への影響を考えて適切に使用する。生活の中で必要となる情報セキュリティを理解する。 

                             情報社会での情報技術の働きや産業や国民生活の関わりを理解する。 
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４月 ５月 6月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国語科

各教科等

プログラミ
ング

総合的な学
習の時間

道徳での情
報モラル

「防さいポス
ターを作ろう」

「インター
ネットの議論
を考えよう」

「町の未来を
考えよう」

「世界に向け
て意見文を書
こう」

「卒業文集
を作ろう」

理科通年：実験や観察などの記録をとる、ネット上の情報を集める（体のつくり等）。学習したことをまとめたり発表したりする。

社会通年：見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める（歴史等）。学習したことをまとめたり発表したりする。

通年：見学や調査などの記録をとる、ネット上の情報を集める。学習したことをまとめたり発表したりする。

道徳「ほんとうのこ
とだけど・・・」

道徳「カスミ
と携帯電話」

道徳「自分を守
る力って？」

理科「私たちの生
活と電気」

ボルトを使ったプログラミング ボルトなどを使ったプログラミング

国語科：iPadを使用した文字入力と編集、インターネットによる検索

図工「色と動きを変
化させよう」

ボルトの学校への配当時期によって 
都合の良い期間に位置づける

図表やグラフ等を
レイアウトしてポス
ターを作る

図書資料やインターネッ
トから情報を収集する

情報を整理してプレゼ
ンテーションを行う

推敲を重ねながら、文
字入力で原稿を書く図表等を用いて、文字

入力で意見文を書く

「ボルトの基本的
な操作」2H

算数「円と正
多角形」

「スクラッチの基本
的な使い方」2H



チャプタ 3 

プログラミング教育
プログラミング教育は、2020年度から必
修となった教育です。その目的は、プロ
グラミング的思考の育成とされていま
す。この章では、小学校におけるプログ
ラミング教育の目的と内容について考え
ていきます。



プログラミング教育の目的 

1.  プログラミング的思考 

2. プログラミング教育で育む・資質・能力 

3. プログラミング教育のねらい

セクション 1 

プログラミング教育の目的
１、プログラミング的思考 

　中央教育審議会の議論では、情報化の進展により社会や
人々の生活が大きく変化し、将来の予測が難しい社会におい
ては、情報や情報技術を主体的に活用していく力や、情報技
術を手段として活用していく力が重要であると指摘されてい
ます。さらに、子供たちが将来どのような職業に就くとして
も、「プログラミング的思考」などを育んでいくことが必要
であり、そのため、小・中・高等学校を通じて、プログラミ
ング教育の実施を、子供たちの発達の段階に応じて位置付け
ていくことが求められると指摘しています。 

　この「プログラミング的思考」とは、「自分が意図する一
連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要
であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み
合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善してい
けば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理
的に考えていく力」とされています。 

　具体的には、以下の三つが基本的な要素となります。 

（１）順次（順序） 

　ものごとは手順としてとらえて実行すること 

（２）分岐（場合分け） 

　状況によって次の行動を変えること 
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（３）反復（繰り返し） 

　目標が達成されるまで同じ動作を繰り返すこと 

　この要素を組み合わせることで様々なプログラミングが可
能になるわけです。 

２、プログラミング教育で育む資質・能力 

　さらに、プログラミング教育で育む資質・能力を、次のよ
うに整理し、発達の段階に即して育成するとしています。 

 
【知識及び技能】 

　身近な生活でコンピュータが活用されていることや､問題の
解決には必要な手順があることに気付くこと。 

【思考力、判断力、表現力等】 

　発達の段階に即して､｢プログラミング的思考｣を育成するこ
と。 

【学びに向かう力、人間性等】 

　発達の段階に即して､コンピュータの働きを､よりよい人生
や社会づくりに生かそうとする態度を涵養すること。 

　よりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度を涵養す
ること。 

３、プログラミング教育のねらい 

　また、プログラミング教育のねらいとして以下のことが掲
げられています。 

①「プログラミング的思考」を育むこと 

②プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータ等の情
報技術によって支えられていることなどに気付くことができ
るようにするとともに、コンピュータ等を上手に活用して身
近な問題を解決したり、よりよい社会を築いたりしようとす
る態度を育むこと 

③各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、各教科
等での学びをより確実なものとすること 

　プログラミングに取り組むことを通じて、児童がおのずと
プログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習
得したりするといったことは考えられますが、それ自体をね
らいとしているのではないということです。 

　なお、プログラミングの学習内容のレベルや方法等につい
ては定められたものはなく、各学校の創意工夫に委ねられて
いるのが現状です。 
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プログラミング的思考 

1. プログラミング的思考 

2.  具体例～正三角形を描く～

セクション 2 

プログラミング的思考
１、プログラミング的思考とは 

　「プログラミング的思考」は、「小学校プログラミング教
育の手引き」では 以下のように説明されています。 

「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような
動きの組合せが 必要であり、一つ一つの動きに対応した記号

を、どのように組み合わせたら いいのか、記号の組合せをど

のように改善していけば、より意図した活動に 近づくのか、
といったことを論理的に考えていく力」 

　このことを、コンピュータを動作させることに即して考え
ると以下のような手順となります。 
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２、具体例～正三角形を描く～ 

　正三角形を描く場面を考えてみます。「辺の長さが全て等
しく、角の大きさが全て等しい」という正三角形の意味を
使って作図すると、「長さ100進む」「左に120度曲がる」と
いう命令を組み合わせると、正三角形ができます。 

　プログラムで表すと左図のようになります。また、同じ操
作を３回繰り返せばよいと考えると右図のようになります。 

　　　　　　　文部科学省「小学校プログラミング教育の手引き（第二版）より 

　プログラミング的思考とは、こうしたことを「論理的に考
える力」です。「小学校プログラミング教育の手引き」で
は、以下のように説明されています。 

　前述の例「正多角形をかく」の場合、数学的な見方・考え
方 を働かせながら、「正三角形をかく」という意図した一連

の活動(学習課題) に対して、図形に関する既習事項を活用し

て、正三角形をかくのに「必要な 動きを分けて考える」、「動

きに対応した命令にする」、「それらを組み合わ せる」、
「必要に応じて継続的に改善する」といった試行錯誤を行う
中でプ ログラミング的思考を働かせています。 

文部科学省「小学校プログラミング教育の手引き（第二版）より 

　プログラミング的思考は短時間で育成されるものではない
ので、各学校においてプログラミングの体験を計画的に取り
入れながら、カリキュラム・マネジメントを通じて教育課程
上に位置づけていくことが求められています。
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①長さ100進む

②左に120度曲がる

③長さ100進む
⑤長さ100進む

④左に120度曲が

②左に120度 

　曲がる



年間カリキュラムの例 

1.  プログラミングに関する学習の分類 

2. タブレット型端末を活用した指導計画例

セクション 3 

年間カリキュラムの例
１、プログラミングに関する学習の分類 

　プログラミングに関する学習は、下表のようにＡからFま
での分類が可能です。Ａ及びＢ分類は、各教科等での学びを
より確実なものにするための学習活動としてプログラミング
に取り組むものです。Ｃ分類は、学習指導要領に示されてい
る各教科等とは別にプログラミングに関する学習を行うもの
です。

 
　本カリキュラムでは、どの学校でも無理のない形でプログ
ラミング教育が実施できるよう、C分類で年間１～２時間で
プログラミングの技能の基礎を学び、その後、その技能を
使って教科等の単元の中で１～２時間の学習ができるような
基本的なカリキュラムを例示しています。固定的なものあり
ませんので、各学校の実情に合わせると良いでしょう。 
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２、タブレット型端末を活用した指導計画例 

令和４年度版 

　令和４年度版のプログラミング教育の指導計画例は、低学
年ではビスケット、中高学年からはスクラッチを中心にした
ブロックコーディング（ブロックを並べるプログラミング）
を基本に据えたものです。 

 
　もっとも、高学年でビスケットから始めたりすることも可
能です。子どもたちの実態や先生方の創意工夫に合わせてカ
リキュラムを柔軟に対応させてください。 

　 

　６年生では、ハードウェアの制御を行えるようにしてあり
ます。理科の「電気の働き」や図画工作科の「色と動きを変
化させよう」といった学習にも使えます。スフィロ・ボルト
は本体で光の点滅を制御できます。また、球体なので、自由
に動かして制御を行うことができます。暗い部屋で転がして
光の奇跡を楽しむといった学習活動が可能となります。 

学 
年

基礎技能（C分類） 
(1~2時間程度）

教科等の学習への応用例 
(A・B分類）

ソフト 
ハード

1 　ビスケットで 
　水族館を作ろう

　図画工作科：できたらいいな 
　　　　　　　こんなこと

ビスケット

2 　ビスケットで 
　動くもようを作ろう

　図画工作科：いろいろ 
　　　　　　　もよう

ビスケット

3 　スクラッチJrで  
　動く絵本を作ろう

　図画工作科：へんてこ山の 
　　　　　　　物語

スクラッチJr

4 　スクラッチJrで  
　ゲームを作ろう

　特別活動等：ゲーム大会 スクラッチJr

5 　スクラッチの基本的な 
　使い方を学ぼう

　算数科：多角形 
　図画工作科：Myキャラが 
　　　　　　　動き出す

スクラッチ3.0

6 　ロボットの基本的な 
　操作を学ぼう

　理科：電気の働き 
　図画工作科：色と動きを 
　　　　　　　変化させよう

スフィロ 
ボルト
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ビスケット スクラッチJr

スクラッチ スフィロ・ボルト



　自分がプログラムしたものが現実空間にある物体を動かし
て制御できるということは子どもたちとっても感動的な体験
となります。 

　また、総合的な学習の時間
に、スフィロ･ボルトを使った
防災アプリのアイディアを考え
て発表するという活動に取り組
んだ授業実践もありました。社
会的な課題をテクノロジーを使 

って解決するという意味でも大変意義のある学習であり、今
後はこのような実社会とむすびついたプログラミングの授業
も増えてくるのではないでしょうか。 

　他にも、組み合わせて様々な制御ができるMESH（メッ

シュ）、自動車型のロボットmBot（エムボット）などがあり
ます。発展的な教材として扱ったり、クラブ活動などで使っ
たりすることも考えられます。 

　なお、高学年でのプログラミングに慣れた場合、テキスト
コーディング（文字を並べてプログラミングを行うこと）に
移行するための発展的な教材として、Swift Play Grounds（ス

イフト・プレイグラウンド）が挙げられます。  

　 

　チュートリアル型のソフト（操作を覚えるためのソフト）
なので、自分で学習することが可能です。 

　いずれにしても、プログラミングの基本要素である「順
次」「分岐」「反復」の概念が体験を通して、楽しく学べる
ようにすることが求められます。
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防災アプリのアイディアを発表 
（楡木小 西尾環先生の授業より）

MESH mBot

Swift Play Grounds



チャプタ 4 

校内研修の体制
　コンピュータを使えば、すぐに学習成
果が高まるというものではなく、その利
用方法が鍵になります。そのためには、
学校での校内研修の体制が極めて重要な
ものになります。本章では、校内研修の
在り方と、その具体例について考えてい
きましょう。



セクション 1 

教師の事前トレーニング
１、コンピュータを利用する指導が効果的になる場合 

　メルボルン大学教授のジョン・ハッティ氏は著書の中で次
のように述べています。 

　コンピュータは、他の多くの教育条件の改善と同じく、
効果的な学習の実現可能性を高めるだろうけれども、コ
ンピュータを持っていたりコンピュータを使ったりする
ことと学習成果との間には因果的必然性はないだろうと
いうことだ。 

　　　　　　　　　　ジョン・ハッティ著『教育の効果』(2018)(図書文化社） 

　つまり、コンピュータを利用すれば学習成果がすぐに高ま
るということではなく、その利用法が重要になるということ
です。さらに、彼は、コンピュータを利用する指導が効果的
になるのは以下のような場合であると述べています。 

(a)さまざまな教授方略が用いられた場合 

(b)教授・学習ツールとしてのコンピュータの使用法につ 

　いて事前トレーニングが行われた場合 

(c)学習の機会が多面的に与えられる場合 

(d)教師ではなく学習者が学習を「コントロール」してい 

　る場合 

(e)ピア学習が最適化された場合 

(f)フィードバックが最適化された場合 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同掲書 
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教師の事前トレーニング 

1. コンピュータを利用する指導が効果的になる
場合 

2. 各教科等での学習活動 



　(b)の「事前トレーニング」とは教員研修のことを意味して

おり、10時間以上の事前トレーニングを行うことが最も効果
が高いと主張しています。多くの教師はコンピュータを道具
として活用しながら学習した経験が不足しているので、その
授業デザインの在り方を理解しなければならないからです。 

　また、(d)は、子どもが自分の学習をコントロールできると
効果が高いということを意味しています。コンピュータも教
師の指示に従って使うのではなく、子どもが自らの意志と方
法によって使うほうが効果が高まるということです。 

　(e)の「ピア学習」とは協働学習のことを意味しており、子
どもたちが協力して課題に取り組むときに学習は最も効果的
になるということです。 

　こうした主張は、チャプター１の「授業改善の視点」とも
合致しており、主体的・対話的で深い学びに通じるものと言
えましょう。 

２、教師集団による協働的な学び 

　「主体的・対話的で深い学び」を創造していくためには、
教師自身が「学習者としての経験」をしていくことが何より
の「事前トレーニング」となっていきます。つまり、学校の
中で教師集団が、コンピュータやタブレットなどの情報機器
を利用しながら、協働して問題解決を行っていく活動を日常
化していくわけです。たとえば、教育計画を作成するとき、
情報機器を使って意見を交換しながら行うと効率的に進める
ことが可能となります。また、授業研究会も情報機器を利用
することで、全員の意見を瞬時に共有することができます。 

　さらには、子どもたちと同じように、課題の設定、情報の
収集、整理・分析、まとめ・表現、振り返り・改善といった
学習のプロセスをそのまま経験してみると、学習者としての
感覚を掴むことができます。教師集団の学びの在り方は、そ
のまま子どもたちの学びの在り方に反映されるのです。
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子どもたちは情報機器を活用して協働的に学ぶ 教師集団も情報機器を活用して協働的に学ぶ



セクション ２ 

校内研修の事例
１、カリキュラム・マネジメント 

　大阪教育大学教授の田村知子氏は講演の中で、カリキュラ
ム・マネジメントについて次のように述べています。 

　　各学校が、学校の教育目標をよりよく達成するために
組織としてカリキュラムを創り、動かし、変えていく、
組織的かつ発展的な、課題解決の営みである。 

　　　　　　　　　　　　　田村知子先生2018年12月27日の講演資料より 

　カリキュラム・マネジメントは特別なことではなく、教育
目標をよりよく達成していくために、学校のカリキュラムを
常に見直し、改善していく営みそのものと言えましょう。 

　実際に学校でのカリキュラム・マネジメントを行う場合、
以下のことが重要になると考えられます。 

（１）時間の確保 

　全職員が参画できるような時間を確保しておくこと 

（２）共通の目標 

　どんな子どもを育てるのかという目標を明確にすること 

（３）自他の強み 

　教職員一人一人の強みを生かすということ 

（４）対話と省察 

　教職員一人一人が対話をしながら省察するということ 

　以下、その具体的な例を見てみましょう。 
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校内研修の事例 

1. カリキュラム・マネジメント 

2. 授業研究 

3. プロジェクト学習の体験 

4. チームによる授業改善



（１）ICT教育のカリキュラムをつくる 

　特定の学年や学級だけがICTを活用した授業を行ってい
て、他の学年や学級では行っていないということであれば、
子どもたちの情報活用能力を十分に高めることはできませ
ん。どの教科でどのように使っていけばよいのかを学校全体
で検討し共通理解しておく必要があります。 

　尾ノ上小学校では校内研修の時間に、このモデルカリキュ
ラムを参考にして、教科書や指導書を広げながら対話を行
い、学校独自のカリキュラムをパワーポイントのスライドに
学年ごとにまとめていくという活動を行いました。 

　このような時間をとることで、自分の学級のこれからの見
通しを持てるだけでなく、学年のつながりを意識することが
できるようになります。カリキュラム・マネジメントそのも
のが教師集団による協働的な学びになっているわけです。 

（２）教職員それぞれの実践を共有する 

　総合的な学習の時間のように教科書や指導書がない学習で
は、それぞれの学年が具体的にどのような活動をやっている
のかが分かりにくいので、学校全体では共有されにくくなり
ます。そうなると、活動だけが何年も残って形骸化していく
危険性もあります。 

　尾ノ上小学校では、各学年の生活科及び総合的な学習の時
間の実践を発表し、全教職員で省察するという活動を行いま
した。総合的な学習の時間のねらいに沿っているかどうかを
確かめる機会ともなり充実した時間となりました。 

　小学校では学年の壁を越えて、中学校では教科の壁を越え
て、それぞれの実践をスライドにまとめて発表することで知
見を共有することができます。まさに、対話と省察によっ
て、自他の強みを生かして学び合うことができるのです。 
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教職員が対話をしながらカリキュラムをつくる 各学年の取り組みをスライドにまとめて共有する



２、授業研究 

　授業研究は、日本の教師が受け継いできた優れた教育文化
です。しかし、授業研究会の方法は、決まった方法があるわ
けではありません。常にアップデートしながら、より効果的
な方法を検討していく必要があるでしょう。 

（１）授業研究会 

　城南小学校の授業研
究会では、授業者の自
評の後、全員がMeta-

MoJi ClassRoomに「良
かったところ」「課
題」「気になるとこ
ろ」を一斉に同じシー
トに記入していきます。15分後には一覧表になって電子黒板

に映し出されます。 

　全員が同じシートに
記入しているために意
見の重なりがなく、記
録がそのまま残りま
す。さらに、協議の時
間ではそれらの意見を
踏まえた上での意見が
出されるので、話し合いが深まりやすくなるわけです。 

（２）ルーブリック（評価基準）をつくる 

　チャプター１セクション２「学習評価」で述べたルーブ
リックは、経験がないと難しく感じられます。しかし、一度
つくり方を覚えれば、取り組みやすくなります。特に国語科
や総合的な学習の時間などでは、子どもたちに身に付けさせ
たい資質・能力がより明確になり威力を発揮します。 

　城南小学校では校内研修の時間に、教科と単元をしぼって
全員でルーブリックを作成する活動を行いました。そのこと
によって、評価基準の意味を理解することができます。 

　大切なことは、対話をしながら行うことです。ルーブリッ
クは、一人でつくると難しく感じられますが、教職員が力を
合わせて行えば効率的に行うことができます。また、そのこ
とによって自然と学び合いが生まれ、ICTのスキルだけでは
なく、形成的評価の意識が高まっていくことになるのです。
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全員がMetaMoJi ClassRoomに意見を記入す

教職員が対話をしながらルーブリックをつくる

意見が電子テレビに映し出される



３、プロジェクト学習の体験 

　プロジェクト学習とは、学習者が決められた期間内に、調
査研究、ものづくり、発表といった共通の目的を達成するた
めにチームを構成して取り組み、その過程の中で様々なアイ
デアを話し合いながら、必要な知識やスキルを獲得していく
「探究型の学習方法」です。 

　プロジェクト学習が注目されるのは、現代社会において
は、集団の知恵を生み出すために協働して問題を解決するよ
うな学力が求められるようになってきているからです。高い
目標に向かって試行錯誤を繰り返しながら学びを深めていく
ための「学びに向かう力」が求められていると言い換えても
よいでしょう。こうした力を育てるためには、与えられた問
題を解決するだけではなく、自ら課題や問いを見いだして探
究し、それによって新たに価値あるものを創造していくよう
な学習が必要になってきているわけです。 

　しかし、教師自身が経験していないと、その計画と実行は
難しく感じられます。そこで、尾ノ上小学校では、研究主任
がリーダーとなってリアルな学習課題を設定し、全教職員で
プロジェクト学習を経験するという研修を行いました。たと
えば、「体育館改修に備えたリニューアルプロジェクト」「コ
ロナ禍でできる特別活動プロジェクト」「ICT活用プロジェ
クト」といった課題に、教職員がグループで取り組み、その
学習プロセスを経験するといったものです。 

 
　活動だけで終わらせないためには、振り返りと相互評価・
自己評価が極めて重要な意味をもちます。教師自身が、その
ことを体験することで感覚的に理解することができるように
なります。こうした体験型の研修は、探究型の学習設計に生
かされるようになっていくのです。 
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⑤振り返り（内容知と方法知）

①課題設定と見通し ②情報の収集

③情報の整理・分析と編集 ④まとめ・表現と相互評価

⑥自己評価



４、チームによる授業改善 

　尾ノ上小学校では「年間数名の研究授業を行うだけでは、
一人一人の授業改善は難しい」という問題意識から校内研修
のあり方そのものを研究しました。まず、それぞれが改善し
たい教科を一つ選んで４人程度のチームを編成します。 

　１学期の自分の授業のビデオを見ながら「自分の日常の授
業の問題点は何か」について話し合います。たとえば、「発
表する子が限られている」「教師主導のめあてになる」と
いった問題点が出されます。そうした問題点に対してどのよ
うに取り組むかといったことを明確にして、一人一人が年間
を通して自分自身の授業改善を行っていくわけです。
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　授業研究会は、研究授業の善し悪しを評価するのではな
く、自分の授業改善につなげることを目的とします。 

（１）授業の良かった点と改善点の同時記入と共有 

　授業者の自評の後、参
加者は「良かった点」を
ピンクのカード、改善点
を水色のカードに記入し
ていきます。意見が重な
らないよう配慮します。 

   MetaMoJi ClassRoomを
使って意見が同時に記入
されていきますので、全
体に共有できます。 

　さらに、改善点を中心
にチームで対話を行い、
全体で意見交換を行って
いきます。ここまでは、
研究授業への意見交換に
なります。 

（２）振り返り（省察） 

　次に振り返りを行います。自分は何に気づき、どのように
授業を改善していくべきかをそれぞれが考えることです。 

①　意見の一般化 

「授業改善に大切なことは
何か？」ということを、対
話を通して抽象化し一般化
していきます。 

②　自分の授業改善 

　さらに、自分の授業を振
り返って、何を改善すべき
かということを明らかにし
てロイロノートで個々に意
見を出して共有します。 

　このように、自らの経験を振り返り、他の状況でも応用で
きるようにしていく学習を経験学習モデルとよびます。 
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タブレット端末での同時記入

意見の全体共有

全体での意見交換

対話を通して一般化する

個々の授業改善の意見を共有する


